
第44回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

大阪・東和薬品ラクタブドーム

日本記録   1:51.33
競技No. :  45 女子 4x50m メドレーリレー 予選

１０歳以下 大会記録   2:11.77

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

1組
0

1

2 413 ｲﾄﾏﾝ大和郡山 奈  良 2554 大友　香波 ｵｵﾄﾓ ｶﾅﾐ 小5 2:18.59
ｲﾄﾏﾝﾔﾏﾄ 小学 2556 塩入　　澪 ｼｵｲﾘ ﾐｵ 小4

１０歳以下 2555 東　　凜奈 ﾋｶﾞｼ ﾘﾅ 小5
2553 大江　沙奈 ｵｵｴ ｻﾅ 小5

3 173 藤村ＳＳ 東  京 991 藤田　奈央 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ 小3 2:16.71
ﾌｼﾞﾑﾗSS 小学 988 藤田　理紗 ﾌｼﾞﾀ ﾘｻ 小5

１０歳以下 990 黒崎なる美 ｸﾛｻｷ ﾅﾙﾐ 小5
989 松木　京香 ﾏﾂｷ ｷｮｳｶ 小5

4 53 スウィン大宮 埼  玉 362 福田あめり ﾌｸﾀﾞ ｱﾒﾘ 小4 2:14.84
SWｵｵﾐﾔ 小学 361 岸上　遥香 ｷｼｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 小5

１０歳以下 363 今井　虹心 ｲﾏｲ ｺｺ 小4
360 山本　幸奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅ 小5

5 247 ｲﾄﾏﾝ新百合丘 神奈川 1386 金井里緒奈 ｶﾅｲ ﾘｵﾅ 小5 2:16.31
ｲﾄﾏﾝｼﾝﾕﾘ 小学 1387 山本　悠稀 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 小5

１０歳以下 1388 西下優海帆 ﾆｼｼﾀ ﾕﾐﾎ 小5
1389 遠藤　里紗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｻ 小5

6 4 ｲﾄﾏﾝ宮の森 北海道 36 久保　心春 ｸﾎﾞ ｺﾊﾙ 小4 2:17.98
ｲﾄ･ﾐﾔﾉﾓﾘ 小学 37 中谷くるみ ﾅｶﾔ ｸﾙﾐ 小4

１０歳以下 35 佐藤　紗希 ｻﾄｳ ｻｷ 小4
34 渡辺花留晏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｱ 小5

7 270 ＩＳＣ駒ヶ根 長  野 2927 上原　香澄 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾐ 小4 2:19.90
ISCｺﾏｶﾞﾈ 小学 2925 大沼　美海 ｵｵﾇﾏ ﾐﾐ 小5

１０歳以下 2926 大澤ひより ｵｵｻﾜ ﾋﾖﾘ 小4
2924 竹内　沙良 ﾀｹｳﾁ ｻﾗ 小5
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第44回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

大阪・東和薬品ラクタブドーム

日本記録   1:51.33
競技No. :  45 女子 4x50m メドレーリレー 予選

１０歳以下 大会記録   2:11.77

水路 登録No. チーム名 加盟 No 泳者 ヨミガナ 学年 ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
ヨミガナ 学種

2組
0

1 127 柏洋・柏 千  葉 728 岡田　柚耶 ｵｶﾀﾞ ﾕｽﾞｶ 小5 2:20.38
ﾊｸﾖｳ ｶｼﾜ 小学 731 井田　葵葉 ｲﾀﾞ ｱｵﾊﾞ 小5

１０歳以下 730 近藤　心音 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｺﾛ 小5
729 竹谷　美心 ﾀｹﾔ ﾐｺ 小5

2 111 曽谷ｾﾝﾄﾗﾙ 千  葉 660 堤　　愛莉 ﾂﾂﾐ ｱｲﾘ 小4 2:18.57
ｿﾔｾﾝﾄﾗﾙ 小学 658 宮沢　華菜 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ 小5

１０歳以下 659 山根　有葵 ﾔﾏﾈ ﾕｷ 小4
657 小川　浬央 ｵｶﾞﾜ ﾘｵ 小5

3 252 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 神奈川 1413 鹿野　友果 ｼｶﾉ ﾄﾓｶ 小3 2:16.48
CSﾖｺﾊﾏ 小学 1411 井上　　桃 ｲﾉｳｴ ﾓﾓ 小4

１０歳以下 1412 山賀　　天 ﾔﾏｶﾞ ｿﾗ 小4
1410 大圖　　花 ｵｵｽﾞ ﾊﾅ 小5

4 421 ＫＳＧ・徳山 山  口 棄権
KSGﾄｸﾔﾏ 一般

１０歳以下

5 194 マリン西新井 東  京 1076 小西　結唯 ｺﾆｼ ﾕｲ 小5 2:15.35
ﾏﾘﾝﾆｼｱﾗｲ 小学 1075 川西　咲依 ｶﾜﾆｼ ｻｴ 小5

１０歳以下 1074 割方　唯寧 ﾜﾘｶﾀ ﾕｲﾅ 小5
1077 遠藤　有咲 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾘｻ 小5

6 80 スウィン埼玉 埼  玉 497 齊藤　陽菜 ｻｲﾄｳ ﾋﾅ 小4 2:17.43
ｽｳｨﾝｻｲﾀﾏ 小学 496 石塚　莉希 ｲｼﾂﾞｶ ﾘﾉ 小4

１０歳以下 495 三角　琉碧 ﾐｶﾄﾞ ﾙｲ 小5
498 西潟莉々寧 ﾆｼｶﾞﾀ ﾘﾘﾈ 小4

7 377 枚方ＳＳ 大  阪 2301 松本　　望 ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 小5 2:19.10
ﾋﾗｶﾀSS 小学 2302 東　　祐愛 ｱｽﾞﾏ ﾕｱ 小5

１０歳以下 2300 大河原羽菜 ｵｵｶﾞﾜﾗ ﾊﾅ 小5
2303 伊崎　里莉 ｲｻﾞｷ ｻﾄﾘ 小4

8

9

2021/08/23 13:07:28 SEIKO Swimming Results System Page 2

スタートリスト


